
2022/06/13現在　　210事業者・276店舗

内容 店舗名 内容 店舗名
西尾の抹茶 西条園あいや本店／西条園抹茶カフェ西尾本店 スイーツ・お菓子・ベーカリー アトリエ　フォーレ
西尾の抹茶 （株）葵製茶／茶房AOI スイーツ・お菓子・ベーカリー 上田屋
西尾の抹茶 茶農家café赤堀製茶 スイーツ・お菓子・ベーカリー お菓子の店オカヤス
西尾の抹茶 ㈲いずみ園 スイーツ・お菓子・ベーカリー おきなや
西尾の抹茶 お茶のながや スイーツ・お菓子・ベーカリー カテキン堂
西尾の抹茶 （株）香嘉園 スイーツ・お菓子・ベーカリー 亀屋米津
西尾の抹茶 松鶴園本店／松鶴園西尾シャオ店 スイーツ・お菓子・ベーカリー ケーキの店シュエット
西尾の抹茶 眞緑園製茶 スイーツ・お菓子・ベーカリー 尚美園菓子舗
西尾の抹茶 茶々屋南山園ヴェルサウォーク西尾店 スイーツ・お菓子・ベーカリー 和菓子処　すゞや
西尾の抹茶 賓水園製茶 スイーツ・お菓子・ベーカリー 晴月園製菓舗
一色産うなぎ 一色うなぎ漁業協同組合加工直売店／うなぎ処いっしき スイーツ・お菓子・ベーカリー Happy Bakery TAKU TAKU
一色産うなぎ うなぎの兼光本店 スイーツ・お菓子・ベーカリー パティスリーツタヤ
一色産うなぎ 炭焼うなぎ五郎安 スイーツ・お菓子・ベーカリー デ・レーヴジュニオール
一色産うなぎ 白焼き　やまゆう スイーツ・お菓子・ベーカリー 御菓子所東角園
一色産うなぎ 洸水産 スイーツ・お菓子・ベーカリー 半田屋菓子舗
一色産うなぎ たま川西尾店 スイーツ・お菓子・ベーカリー 菓匠富貴／平坂丸富
一色産うなぎ うなぎ割烹みかわ三水亭／はなれ／西尾東店 スイーツ・お菓子・ベーカリー お菓子司福寿堂
えびせんべい 味の老舗青山本店／東部店 スイーツ・お菓子・ベーカリー 穂積堂／シャオ店
えびせんべい 平 犬塚商店　前野本店／生田工場店 スイーツ・お菓子・ベーカリー タタン西尾店
えびせんべい 金澤商店 スイーツ・お菓子・ベーカリー 米津羊羹本舗
えびせんべい 鈴為商店 スイーツ・お菓子・ベーカリー 和菓子だより米田屋
えびせんべい （株）ナカムラ製菓工場直売店 スイーツ・お菓子・ベーカリー 西尾両口屋
えびせんべい 中新本舗 スイーツ・お菓子・ベーカリー こうじや
えびせんべい ㈲富士見屋 スイーツ・お菓子・ベーカリー 丸富末廣
えびせんべい ㈲丸源えびせんべい テイクアウト しげよし西尾店
えびせんべい 丸政製菓㈱ テイクアウト あかりい菜

えびせんべい ㈱ヤマ伍三矢商店 テイクアウト
カネキチ本店／熊味店／緑町店／平坂店／幡豆店／吉良吉田店
※熊味店：７月下旬OPEN

飲食店/カフェ 和食愛 テイクアウト PiLiLaNi Malasada Donut
飲食店/カフェ あいけいcafé テイクアウト おかず処たけ家 （ﾌｧｰﾏｰｽﾞは使用不可）
飲食店/カフェ カフェ・レスト・アポイント テイクアウト のっけSTAND
飲食店/カフェ カフェ　アリス テイクアウト グリルれんが亭
飲食店/カフェ 旬彩石川 海産物 さかなや
飲食店/カフェ 一刻魁堂 西尾店 海産物 カネタ水産（株）
飲食店/カフェ 稲寿し 海産物 ㈲カネカ神田
飲食店/カフェ ぞうめし屋 海産物 株式会社一二味（一色さかなセンター内）
飲食店/カフェ 焼肉いわ崎 海産物 ときえい
飲食店/カフェ 日本料理魚寅 海苔 ㈱兼安
飲食店/カフェ 魚直 海苔 丸駒産業株式会社
飲食店/カフェ ｕ'ｃｈｉ ｃａｆｅ 海苔 山善糟谷海苔店
飲食店/カフェ 日本料理梅庄 宿泊 民宿市兵衛
飲食店/カフェ 炭焼いろり炎楽 宿泊 民宿オサキ
飲食店/カフェ King Farm Café 宿泊 吉良観光ホテル
飲食店/カフェ 大鮨 宿泊 吉良竜宮ホテル
飲食店/カフェ 御食事処おお池 宿泊 佐久島館
飲食店/カフェ 食事処岡田屋 宿泊 鈴喜館
飲食店/カフェ 桶狭間タンメン米津橋店 宿泊 合同会社大勢
飲食店/カフェ 炭火焼肉katsura 宿泊 新鮮料理の宿　たか島
飲食店/カフェ ぽわそん 宿泊 第一ビジネスホテルタケソウ／第二ビジネスホテルタケソウ
飲食店/カフェ 大漁亭西尾店 宿泊 海鮮宿　はや河
飲食店/カフェ 牛角西尾店 宿泊 マルトラ別館
飲食店/カフェ とりでん西尾店 宿泊 みかわ温泉　海遊亭
飲食店/カフェ MerBrillante 宿泊 三河湾リゾートリンクス
飲食店/カフェ 西尾甲羅本店 宿泊 三河湾ヒルズ・ホテル
飲食店/カフェ カルビ一丁西尾店 宿泊 宮嶋舘
飲食店/カフェ きく寿司 宿泊 旅館やまと
飲食店/カフェ ちょっとより道食処喜泉 宿泊 きーずハウス
飲食店/カフェ COFFEE & BAGEL  KINO 体験/レジャー 吉良カントリークラブ／吉良ゴルフ株式会社
飲食店/カフェ 自家焙煎珈琲工房 山大 体験/レジャー あさひが丘スケートリンク
飲食店/カフェ 来来る西尾店／鳥羽店 体験/レジャー 西尾スターボウル／プロショップBAN
飲食店/カフェ クスノキ 体験/レジャー 西尾ゴルフクラブ
飲食店/カフェ グリーングラス 体験/レジャー 西尾ゴルフクラブブルーベリーファーム
飲食店/カフェ 高知屋 体験/レジャー 愛知こどもの国
飲食店/カフェ 和風れすとらん五郎田 体験/レジャー 三河工芸ガラス美術館
飲食店/カフェ レストラン　さかえ 体験/レジャー 酪牧場（チーズ作り体験）
飲食店/カフェ 魚屋の家めし　まるこ 体験/レジャー みそぱーく各種体験
飲食店/カフェ modern.割烹ささ家 体験/レジャー 堀井陶芸
飲食店/カフェ CAFÉ SaLADeLi／西尾抹茶楽園 体験/レジャー 吉良パークゴルフ場
飲食店/カフェ ビストロ・シェ・イシダ西尾店 醸造品 今井醸造
飲食店/カフェ 和食　潮浜 醸造品 株式会社すずみそ醸造場
飲食店/カフェ 七ふく 醸造品 みそぱーく・はと屋蔵売店
飲食店/カフェ 喫茶・レストラン　ジャックス 醸造品 かねまさこうじ
飲食店/カフェ 西尾市シルバー人材センターごえん 酒類販売 吉良屋
飲食店/カフェ 寿し清 酒類販売 やっこ酒店
飲食店/カフェ レストハウススマイル本店／こどもの国店 酒類販売 尊皇蔵元
飲食店/カフェ 焼肉処たけ家／はなれ 農産物 さいた農園
飲食店/カフェ ケーキ・ビストロカフェ　Taｔa 農産物 マンジェリコン茶のタカス
飲食店/カフェ 和カフェ　たらそ 米 キラキラファーム（㈱酒井設計室）
飲食店/カフェ 西尾市中央ふれあいセンター喫茶室 米 こめ蔵パトス／有限会社松屋商店
飲食店/カフェ T-bear café 複合施設 一色さかな広場 （本館全店舗・朝市一部店舗）
飲食店/カフェ 日本料理 登味田 複合施設 道の駅にしお岡ノ山
飲食店/カフェ とんかつ錦本店 複合施設 ドミー西尾シャオ店／一色店／寺津店／吉良店／鶴城店／丁田店
飲食店/カフェ ニシオシティダイナー 複合施設 憩の農園ファーマーズマーケット
飲食店/カフェ フランス厨房　ノエル 複合施設 アグリプラザ幡豆店
飲食店/カフェ CAFE　HOTCH　POTCH 複合施設 おしろタウンシャオ
飲食店/カフェ 花のれん 複合施設 マックスバリュ 西尾店
飲食店/カフェ 焼肉七福 複合施設 マックスバリュ 西尾新在家店
飲食店/カフェ Pilee 複合施設 にぎわい市場マルス西尾店

飲食店/カフェ 鉄板酒場　風雅 複合施設 バロー平坂店

飲食店/カフェ お茶・御食事処　福きたる オーダー枕・寝具 睡眠ハウスたかはら
飲食店/カフェ 日本料理福長／食事処ふくなが亭 オーダー枕・寝具 本多快眠堂

飲食店/カフェ 旬菜工房福ふく ガソリンスタンド 中根燃料株式会社 羽塚給油所／八ッ面給油所

飲食店/カフェ プルメリア ガソリンスタンド 福田石油店／西幡豆サービスステーション

飲食店/カフェ 抹茶ラボ　西尾伝想茶屋店 薬局
スギ薬局　住崎店／花ノ木店／平坂店／今川店／西尾調剤店／鶴
城店／西尾道光寺店／アエル店／熊味店／西尾一色店／吉良店
／寺津店／幡豆店／おしろ下店／スギドラッグ西尾シャオ店

飲食店/カフェ 料理漁港海道 薬局 陽だまりの部屋
飲食店/カフェ マルトラ別館海見カフェ 薬局 V･drug西尾今川店
飲食店/カフェ もくもくダイニング  咲々都 移動販売 ＨＯＲＡＩＤＯ
飲食店/カフェ レストラン  モンクール 音響 ㈲エイト・ビート
飲食店/カフェ 焼肉きんぐ西尾店 観光施設 旧近衛邸
飲食店/カフェ SECOND HOUSE 交通機関 （株）トゥクトゥクテクノ
飲食店/カフェ 山味 レンタカー トヨタレンタリース名古屋　西尾駅前店
飲食店/カフェ 茶房結 コンビニ マイコンビヤマリ
飲食店/カフェ Ｌａｐｉ ｃａｆｅ アサクセサリー＆ハンドメイド雑貨 シャオ　どれぃぶ
飲食店/カフェ café LUKE エステ サロン アラモード
飲食店/カフェ Hazufornia Beach House エステ Ruby’ｓ　Ｅｙｅ
飲食店/カフェ スバカマナ　西尾店 美容室 美容室CoCo
飲食店/カフェ 和牛焼肉ばんばん亭 モータース 株式会社深谷モータース
飲食店/カフェ 一色西安 旅行代理店 トラベル三河本社
飲食店/カフェ 朝小 リース業 サリューズ　ショップ
飲食店/カフェ K-5　COFFEE メガネ販売 メガネ赤札堂　西尾店
飲食店/カフェ 焼肉＆Café　顔晴れ 家電量販店 エディオン西尾店
飲食店/カフェ 魚魚丸西尾店 その他 源徳寺
飲食店/カフェ ごはん家 きむら その他 西尾自動車学校
飲食店/カフェ さくらや。café その他 西尾みなみ商工会
飲食店/カフェ café  ohana その他 西尾観光案内所
飲食店/カフェ サガミ西尾店 【使用注意店】
飲食店/カフェ 扇屋西尾道光寺店 　※愛知こどもの国では、観光券を次の場所で「乗り物・飲食共通券」に交換して使用してくだい。

飲食店/カフェ 太陽のカフェ西尾店 　　①あさひが丘案内所　　　②中央管理棟事務所　　　　➂ゆうひが丘わくわく工房

プレミアム付「西尾観光券」第３弾　利用可能店舗一覧
※利用可能店舗は、変更・追加になる場合があります。西尾市観光協会のホームページで最新の一覧表をご確認ください。


